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災害復興予算 470 億 4200 万円（以下主な内容）
（１） 被災者の生活再建支援

11 月 21 日佐倉市内の崖崩れを視察

38 億 5300 万円

これまで対象でなかった一部損壊家屋も補助対象と
したことは評価。最大助成額 50 万円は更に増額を。

今年も
ベストを
尽くします！

（２）産業の再開支援

306 億 2000 万円

農業用ハウスや共同作業場など対象が制限され、
ハードルが高い。もっと使いやすい制度にすべき。

2018 年度決算には、以下の理由で反対しました。

知事の

特別秘書に
年間 1056
万円！

業務内容

森田知事の特別秘書 N 氏は、知事
がタレント時代からの右腕。
2018 年度の年間報酬は
1056 万 7065 円（交通費別）。
特別秘書はタイムカードなどの勤怠
管理も一切なく、実績も不明です。
今回、その実態を詳しく調べました。

① 知事の政務に関すること。
② 知事の政策判断のための情報収集、分析等に関す
ることで、一般行政事務には関与しない。

って何？

知事の仕事には、①公務、②政務 があります。
① 公務：文字通り、千葉県の行政のトップとしての仕事。
② 政務：広辞苑では「政治上の事務」とあり、ネット検索では「ひ
とりの政治家としての仕事」と出てきます。
専門家の中には、
「政務担当秘書は、知事のポケットマネーや、
自分の政治資金の中から雇うべきだ」という意見もあり、極めて
あいまいな存在だと言えます。

税金の使い道は、県民目線で厳しくチェック！
八ッ場ダムの総経費
→約 6,500 億円

治水の効果は
限定的！

ダムは通常、利水（飲み水）と底の堆砂分が溜まっています。
台風 19 号のとき、八ッ場ダムは完成直後だったので、たまたま
利水も堆砂もなく、空っぽ状態でした。
そこへ、7500 万トン以上の大雨。普通なら、洪水調節は 6500
万トンなので、1000 万トンが溢れていたはず。緊急放流の可能
性がありました。
運が良かったとしか
言えません。
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条例ではどうなってるの？
「千葉県の特別職職員の給与に関する条例」では、知事秘書として
「月額 52 万円から 90 万円の範囲内で知事が定める額」と記載。

疑問点
「知事秘書」とあり、
「特別秘書」とは書かれていない。
知事秘書とは、公務員としての通常の秘書の場合であり、
タイムカードなどの勤怠管理もなされている。
森田知事の「特別秘書」とは立場が違うと思われる。

全国の状況は？
◆特別秘書を置いている都県：東京、千葉、埼玉、神奈川、福島、
岩手、長野、沖縄（8 都県）
◆東京の場合、特別秘書が都庁への出勤をほとんどせず、都民ファ
ースト幹事長として、都議選の選挙活動に没頭していた疑いが指
摘されている。

結 論

台風 15 号のときの森田知事の対応が大きな批判を浴
びていますが、災害時の司令塔たる知事に、現場からの連絡が秘書を
通してしか行われていないことが判明しました。
緊急時に県庁をこっそり抜け出し、自宅に戻ったり、散髪に行った
りする知事。その知事に対して何のアドバイスもしない特別秘書。
この際、特別秘書に年間 1,056 万円もの報酬を公金で払うことを
抜本的に見直すよう、県に対し強く要望しました。

千葉県の総負担 555 億円
佐倉市の総負担
8 億 6000 万円
酒々井町の総負担 1 億 6000 万円
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12 月県議会最終日、自民党県議の質問

質問 台風 19 号のときの、八ッ場ダムの効果はどうだったのか？
知事 八ッ場ダムを含む利根川上流ダム群で、群馬県八斗島地先で
約１メートル水位を下げることができたと国は推定している。
伊藤コメント これはとんでもないインチキ答弁です！
八ッ場ダムの効果を聞かれているのに、合計 7 つのダム群の効
果を答えています。
しかも、国交省は、「一つ一つのダムの効果は計算できない」と
しています。計算できないのなら、1 メートルという数字は出てこ
ないはず。非常に不自然で、根拠はありません。
実は、国交省の出した流量データを基に専門家が計算したとこ
ろ、八ッ場ダムの効果は中流でわずか 17 センチ。千葉県のある下
流ではほとんど効果なし、という結果が出ています。
はぐらかし答弁で八ッ場ダムを過大評価することに抗議しました。

米・麦・大豆の品質と安定供給を守ってきた
種子法が 2018 年に廃止され、種子の民営化
が始まろうとしています。命の源のタネが民間の投資対象となり、
価格高騰や大企業独占も懸念されます。対抗策として、全国では
種子法に替わる条例制定が県レベルで進んでいます。
千葉県でも生産者と連携して、条例策定に取り組みます。

種子法廃止

あ

種苗法改悪
韓国ソウルでは 2021
年から、すべての小・
中・高校の学校給食が 100％有機食材となり
ます。千葉県いすみ市では有機米 100％の学
校給食を実施。佐倉市にも働きかけ、県内で有
機学校給食が推進されるよう取り組みます。

有機で学校給食

今国会で「種苗法」が改悪され、登録さ
市民ネットワーク千葉県の 2020 年度
れた品種について、農家は自家採種できなくなります。 予算要望書を高橋副知事に提出（11/６）
タネは特許を持つメーカー等から買うことになり、
／（オ
農家の負担は大変です。この改悪に反対し、12 月
／習ス
志プ
県議会に意見書を提出。（結果は下段の表参照）
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森田知事の３６５日
2018 年 11 月 22 日～
2019 年 11 月 22 日

）会

「働かない知事」とし
て有名な森田知事。台風
15 号の対応の酷さで、更
に評判を下げました。
この 1 年間、どんな働
き方をしていたのか「知
事の行動予定表」（秘書
課作成）を基にグラフに
しました。
1 日 15 分～30 分の公
務だけの日も多く、午前
中で退庁する日が 18％
もあります。

半日以上働いた日はわずか 40％。知事給与 2,465 万円
（全国 2 位）にふさわしい働き方と言えるでしょうか？

情報漏洩？ 常任委員会で厳しく追及

マイナンバーに
ご用心！
来年 3 月からマイナンバーカードを保険証
として使えるよう、国は準備しています。
そのための予算 768 億円！
メリット 医療費控除を受けるために必要
だった医療機関の領収書の保管や医療
費などの計算、記入が不要になります。

デメリット ◆健康保険証の代わりに持ち
歩けば、紛失や盗難の恐れがあり、個人
情報漏洩の危険性が大きくなります。
◆個人の診療履歴・健康情報が勝手にビ

ッグデータとして政府に利用されます。
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◆オンライン未整備の医療機関では利用

できません。マイナンバー、持たないカード

書かない番号

昨年 12 月、神奈川県からパソコンデータの廃棄を依頼された富士通
嘉田由紀子さん講演会 4 月 4 日（土）
リースが、データ破壊を自分でせず、ブロードリンクという業者に再
13:30～15:30
委託。ブロードリンクの社員が HDD をネットオークションで横流しし 元滋賀県知事、現在参議院議員
ていたという事件が発覚。 千葉県も富士通リースと契約しています！ 【命をつなぐ政治を求めて】

この問題について常任委員会で質問すると私が通告した直後、
千葉県は、過去 5 年間のデータ消去の実態調査を行いました！
【千葉県の説明】 富士通リースから委託を受けたブロードリンクが
消去処理したものは 6 件。全て適正に消去したと報告を受けた。

滋賀県知事時代、災害
対策（滋賀県流域治水
条例）、医療と介護の連
携、子育て支援策に多く
の実績を残しました。

柏特別支援学校を視察 （11/14）

【伊藤質問】富士通リースとブロードリンク！ 神奈川県と同じコンビ 生涯学習センター大研修室
参加費 無料
ではないか。そもそも、千葉県と富士通リースの契約では、データ消去
を下請けに出すような「再委託」を認めているのか？
契約違反は民間では大変な問題。富士通リー
【千葉県】契約では「再委託」は認めていません。
スの信用問題に関わると同時に、契約した千葉
県のコンプライアンスにも関わる。県はこの
【伊藤】それって、重大な契約違反じゃないですか！
際、他にも契約違反がないか、全庁的に徹底的
に調査すべきと指摘しました。

佐倉市・酒々井町選出の県議の態度表明

福島県いわき市の台風 19 号被災地
で河川の決壊状況を視察 （11/17）

残念ながら 4 本とも賛成少数で否決されました。

